
平成１9年

入札日 入札番号 建設工事名 落札業者
落札価格
（税抜き）

予定価格
（税抜き）

平成20年3月19日 5157 平成19年度　(仮)いずみ第3保育園造成工事 株式会社　イトー \31,000,000 \48,795,000

平成20年3月12日 物品入札 平成19年度　道路建設課　岩田1号線道路改良工事建設用資材購入入札 一色機材　株式会社 \2,700,000 \2,721,600

平成20年3月6日 5156 平成19年度　新貝土地区画整理　三ケ野鎌田線道路築造工事 天野組 \7,480,000 \10,469,000

平成20年3月6日 7126 平成19年度　地脇町医師住宅　耐震補強工事 株式会社　鈴高工務店 \6,200,000 \6,230,000

平成20年2月13日 物品入札 平成19年度　国保年金課　軽自動車購入入札 合資会社　永井自動車整備工場 \675,200 \828,500

平成20年2月7日 6149 平成19年度　磐田駅北口広場現況測量業務委託 玉野総合コンサルタント　株式会社　磐田事務所 \1,800,000 \2,106,000

平成20年2月7日 7125 平成19年度　小立野17号線道路改良工事 有限会社　第一建設 \4,200,000 \4,363,000

平成20年1月31日 1036 平成19年度　磐田市内道路反射鏡設置工事(その2) 有限会社　トラフィックプラン \1,980,000 \2,273,000

平成20年1月31日 3029 平成19年度　浜橋ポンプ場　雨水ポンプ軸受整備工事 日立プラント建設サービス　株式会社 \1,860,000 \1,905,000

平成20年1月31日 5155 平成19年度　豊岡支所屋上防水改修工事 有限会社　渡辺防水工事 \1,300,000 \1,830,000

平成20年1月31日 7124 平成19年度　万正寺3号線道路改良工事 有限会社　第一建設 \2,990,000 \3,091,000

平成20年1月24日 3028 平成19年度　磐田市聖苑定期修繕工事 高砂炉材工業　株式会社 \9,500,000 \9,580,000

平成20年1月24日 7120 平成19年度　県単下野部松下地区治山工事 有限会社　第一建設 \4,050,000 \4,147,000

平成20年1月17日 7121 平成19年度　特環下水道　単独14号上神増地内舗装工事(豊岡工区) 株式会社　アキヤマ \4,850,000 \4,998,000

平成20年1月17日 7122 平成19年度　大池川浚渫工事 株式会社　鳶宗建設 \4,300,000 \4,591,000

平成20年1月10日 5152 平成19年度　駅北土地区画整理　磐田駅天竜線道路築造工事 有限会社　山田建設工業 \11,500,000 \11,706,000

平成20年1月10日 5153 平成19年度　公共下水道単独13号舗装工事(磐田工区) 壬生産業　株式会社 \16,670,000 \19,551,000

平成20年1月10日 5154 平成18年度　福田中学校校舎屋上防水改修工事 有限会社　ツカコシ商工 \5,450,000 \6,620,000

平成20年1月10日 6147 平成19年度　大原堀之内幹線詳細測量設計業務委託 有限会社　トータル開発測量 \2,600,000 \2,845,000

平成20年1月10日 6148 平成19年度　大藤1号線土質調査業務委託 株式会社　ジーベック　中遠営業所 \760,000 \848,000

平成20年1月10日 7108 平成19年度　草崎18号線道路改良工事 有限会社　大久保開発 \4,660,000 \4,709,000

平成20年1月10日 7110 平成19年度　福田中島98号線側溝新設工事 山内建設　有限会社 \2,000,000 \2,088,000

平成20年1月10日 7115 平成19年度　駅北土地区画整理　21-2街区造成工事 有限会社　アートアンドクラフト \6,850,000 \7,016,000

平成20年1月10日 7116 平成19年度　磐田山梨線道路改良工事(西工区) 有限会社　木船土木 \5,600,000 \5,849,000

平成20年1月10日 7117 平成19年度　養護老人ホーム「とよおか」改修工事 中村建設　株式会社　磐田営業所 \8,280,000 \8,390,000

平成20年1月10日 7118 平成19年度　上野部48号線　側溝改良工事 有限会社　西田組 \4,750,000 \4,895,000

平成20年1月10日 7119 平成19年度　上野部26号線　道路築造工事 有限会社　川合組 \7,600,000 \7,747,000

平成20年1月9日 物品入札 平成19年度生涯学習課豊岡東公民館備品及び消耗品(事務機器類)購入入札 株式会社　ヨシダ　磐田店 \2,180,000 \3,363,048

平成19年12月20日 1034 平成19年度　堀之内駒場線信号機移設工事 東電設工業　株式会社 \5,000,000 \5,472,000

平成19年12月20日 1035 平成19年度　交通安全教育センター事務所兼車庫新築工事 大和リース　株式会社　浜松営業所 \11,447,000 \17,170,000

平成19年12月20日 3027 平成19年度　二之宮排水樋門改修工事 株式会社　第一テクノ　静岡営業所 \3,000,000 \3,238,000

平成19年12月20日 5140 平成19年度　豊田福祉センター機械室・車庫石綿撤去工事 有限会社　匂坂産業 \1,490,000 \2,030,000

平成19年12月20日 5142 平成19年度　旧赤松家構内整備工事 有限会社　永井造園 \17,900,000 \19,170,000

平成19年12月20日 5143 平成19年度　農集排向笠里地区補助1号管渠工事 株式会社　大原重建 \12,350,000 \12,770,000

平成19年12月20日 5144 平成19年度　農集排向笠里地区補助2号管渠工事 株式会社　鈴木工業 \10,200,000 \10,520,000

平成19年12月20日 5145 平成19年度　農集排敷地地区補助1号管渠工事 株式会社　ネオテクスズキ \21,800,000 \22,540,000

平成19年12月20日 5146 平成19年度　農集排敷地地区単独4号管渠工事 川島建設　株式会社 \14,650,000 \14,800,000

平成19年12月20日 5147 平成19年度　公共下水道単独11号管渠工事(磐田工区) 株式会社　鈴木工業 \25,500,000 \26,248,000

平成19年度　 磐田市入札結果一覧表 (建設・業務委託・物品)
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平成19年12月20日 5148 平成19年度　公共下水道単独12号管渠工事(磐田工区) 天野組　 \24,600,000 \24,810,000

平成19年12月20日 5149 平成19年度　公共下水道補助14号管渠工事(磐田工区) 有限会社　木船土木 \11,300,000 \11,657,000

平成19年12月20日 5150 平成19年度　海岸通線道路改良工事その3 有限会社　オオバ工業 \12,600,000 \13,779,000

平成19年12月20日 5151 平成18年度　市町村合併推進体制整備費補助金事業　掛塚塩新田幹線舗装改良工事 小笠原マル曻　株式会社　磐田支店　 \17,300,000 \17,944,000

平成19年12月20日 6145 平成19年度　(仮称)第二竜愛霊園地質調査業務委託 株式会社　フジヤマ　磐田営業所 \880,000 \979,000

平成19年12月20日 6146 平成19年度　宝新道線測量・設計・用地・物件・土質調査業務委託 不二総合コンサルタント　株式会社　磐田営業所 \5,480,000 \6,028,000

平成19年12月20日 7106 平成19年度　福田67号線道路改良工事 有限会社　山中建設 \3,550,000 \3,692,000

平成19年12月20日 7107 平成19年度　福田中島五十子2号線舗装修繕工事 株式会社　鳶宗建設 \4,900,000 \5,182,000

平成19年12月20日 7109 平成19年度　市営東新屋団地外壁塗装工事 久野塗料　株式会社 \3,470,000 \3,700,000

平成19年12月20日 7111 平成19年度　上村橋補修工事 株式会社　ヤマグチ \6,000,000 \6,132,000

平成19年12月20日 7112 平成19年度　公共土木施設災害復旧事業　上野部44号線道路災害復旧工事 株式会社　アキヤマ \3,300,000 \3,302,000

平成19年12月20日 7113 平成19年度　公共土木施設災害復旧事業　敷地2号線道路災害復旧工事 光燿建設　株式会社 \2,133,000 \2,135,000

平成19年12月20日 7114 平成19年度　青城小西東線道路改良工事 株式会社　高橋工務店 \6,450,000 \6,594,000

平成19年12月19日 物品入札 平成19年度スポーツのまちづくり推進課　灯油(温水プール用)(1月～3月分)購入入札 有限会社　山本燃料 \83.00 \109.53

平成19年12月19日 物品入札 平成19年度契約管財課　市庁舎発電用A重油(1月～3月分)購入入札 有限会社　山本燃料 \77.80 \100.00

平成19年12月19日 物品入札 平成19年度環境施設課　A重油(磐田市衛生プラント　外1箇所)(1月～3月分)購入入札 有限会社　山本燃料 \77.80 \100.00

平成19年12月19日 物品入札 平成19年度環境施設課　燃料用灯油(磐田市聖苑用)(1月～3月分)購入入札 株式会社　遠州日石　坂之上SS \83.80 \100.00

平成19年12月19日 物品入札 平成19年度自治振興課　避難生活用間仕切り購入入札 旭産業　株式会社　浜松営業所 \2,840,000 \3,360,000

平成19年12月19日 物品入札 平成19年度自治振興課　備蓄食料購入入札 旭産業　株式会社　浜松営業所 \6,800,000 \7,328,000

平成19年12月13日 1033 平成19年度　磐田市内道路反射鏡設置工事 アキヤマ株式会社 \2,180,000 \2,455,000

平成19年12月13日 3026 平成19年度　養護老人ホーム　とよおか　ボイラー改修工事 株式会社光燿建設 \4,100,000 \4,200,000

平成19年12月13日 5141 平成18年度　市町村合併推進体制整備費補助金事業　大久保藤上原幹線舗装改良工事 高橋工務店株式会社 \9,670,000 \11,921,000

平成19年12月13日 6140 平成19年度　特環下水道　単独7号管渠実施設計業務委託(磐田工区) 株式会社　中部綜合コンサルタント　磐田事業所 \3,600,000 \8,710,000

平成19年12月13日 6141 平成19年度　特環下水道　補助24号管渠実施設計業務委託(福田工区) 不二総合コンサルタント　株式会社　磐田営業所 \4,280,000 \4,715,000

平成19年12月13日 6142 平成18年度　市内小学校校舎外壁改修工事監理業務委託 有限会社　オズ一級建築士事務所 \990,000 \1,070,000

平成19年12月13日 6143 平成18年度　市内中学校校舎外壁改修工事監理業務委託 有限会社　オズ一級建築士事務所 \550,000 \616,000

平成19年12月13日 7099 平成19年度　社山配水池施設整備工事 有限会社　第一建設 \5,100,000 \5,774,000

平成19年12月13日 7100 平成19年度　県単向笠新屋地区暗渠排水整備工事 株式会社　鈴木工業 \6,700,000 \6,840,000

平成19年12月13日 7101 平成19年度　稗原地区暗渠排水整備工事 有限会社　宇田建設 \2,890,000 \3,110,000

平成19年12月13日 7102 平成19年度　市役所駐車場整備工事 天野組 \4,180,000 \4,296,000

平成19年12月13日 7103 平成19年度　豊浜南北線側溝修繕工事 有限会社　伊藤建設 \2,900,000 \3,117,000

平成19年12月13日 7104 平成19年度　一言宮之一色線道路改良工事 有限会社　誠進開発 \5,350,000 \5,519,000

平成19年12月13日 7105 平成19年度　まちづくり交付金事業　玄妙小路整備工事 株式会社　堀内土木 \7,400,000 \7,495,000

平成19年12月12日 物品入札 平成19年度環境施設課　聖苑待合室用テーブル購入入札 株式会社　金指商会袋井営業所 \1,220,000 \1,814,600

平成19年12月12日 物品入札 平成19年度養護老人ホームとよおか管理組合　電動ベッド等購入入札 豊栄医科器械　有限会社 \2,600,000 \2,932,300

平成19年12月6日 3025 平成19年度　二之宮排水機場配電盤改修工事 株式会社　二和工業商会　 \5,300,000 \5,678,000

平成19年12月6日 5133 平成18年度　豊岡南小学校校舎外壁改修工事 株式会社　アキヤマ \12,400,000 \12,780,000

平成19年12月6日 5134 平成18年度　豊岡中学校校舎外壁改修工事 大島建設　株式会社 \6,480,000 \7,470,000

平成19年12月6日 5135 平成18年度　竜洋東小学校校舎外壁改修工事 大島建設　株式会社 \7,780,000 \9,440,000
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平成19年12月6日 5136 平成18年度　竜洋中学校校舎外壁改修工事 小笠原マル曻株式会社磐田支店・鳶宗・佐竹経常建設共同企業体 \5,650,000 \5,780,000

平成19年12月6日 5137 平成18年度　福田小学校校舎外壁改修工事 小笠原マル曻株式会社磐田支店・鳶宗・佐竹経常建設共同企業体 \23,200,000 \23,630,000

平成19年12月6日 5138 平成18年度　福田中学校校舎外壁改修工事 有限会社　アートアンドクラフト \7,180,000 \7,480,000

平成19年12月6日 5139 平成19年度　公共下水道　補助4号管渠工事(磐田工区) 有限会社　蜜時建設 \30,400,000 \37,055,000

平成19年12月6日 6138 平成19年度　公共下水道　単独14号管渠実施設計業務委託(磐田工区) 株式会社　白岩設計 \2,800,000 \6,781,000

平成19年12月6日 6139 平成19年度　特環下水道　補助17号管渠実施設計業務委託(磐田工区) 株式会社　共和コンサルタント　磐田事業所 \4,150,000 \9,921,000

平成19年12月6日 7094 平成19年度　磐田市海岸清掃工事 有限会社　昭花園 \5,190,000 \5,628,000

平成19年12月6日 7095 平成19年度　中野新島線道路改良工事 株式会社　トオコー \2,850,000 \2,920,000

平成19年12月6日 7096 平成19年度　堀之内地内耐震性防火水槽設置工事 小笠原土木　株式会社 \6,180,000 \6,460,000

平成19年12月6日 7097 平成19年度　見付岡田線配水管布設替工事 株式会社　三和商会 \4,250,000 \4,615,000

平成19年11月29日 1029 平成19年度　特環下水道　東新町管修繕工事 株式会社　ハシモト \10,650,000 \10,819,000

平成19年11月29日 1030 平成19年度　特環下水道　補助15号マンホールポンプ設置工事(福田工区) 株式会社　第一テクノ　静岡営業所 \11,180,000 \12,420,000

平成19年11月29日 1031 平成19年度　特環下水道　補助16号マンホールポンプ設置工事(豊田工区) 株式会社　第一テクノ　静岡営業所 \11,500,000 \12,781,000

平成19年11月29日 3024 平成19年度　福田排水機場水位計修繕工事 協立電機　株式会社 \3,700,000 \4,282,000

平成19年11月29日 5132 平成19年度　特環下水道　補助23号管渠工事(福田工区) 株式会社　佐竹建設 \38,900,000 \45,835,000

平成19年11月29日 6136 平成19年度　公共下水道　補助12号管渠実施設計業務委託(磐田工区) 株式会社　パスコ　浜松営業所 \5,100,000 \11,676,000

平成19年11月29日 6137 平成19年度　公共下水道　補助13号地質調査業務委託(磐田工区) 玉野総合コンサルタント　株式会社　磐田事務所 \1,400,000 \1,664,000

平成19年11月29日 6144 平成19年度　磐田市新ごみ処理施設建設に伴う土地利用承認申請書作成業務委託 有限会社　オーテック　磐田支店 \2,000,000 \3,574,000

平成19年11月29日 7089 平成19年度　駅北土地区画整理　東町七軒町線下水道整備工事 株式会社　山内組 \6,200,000 \6,404,000

平成19年11月29日 7091 平成19年度　竜洋中島地区用水路改修工事 有限会社　原田土木工業 \2,180,000 \2,201,000

平成19年11月29日 7092 平成19年度　中島橋側道橋塗装工事 有限会社　寺田塗装工業 \4,400,000 \4,661,000

平成19年11月29日 7093 平成19年度　見付216号線道路改良工事 株式会社　磐田興業 \7,770,000 \8,619,000

平成19年11月22日 1028 平成19年度　農集排　敷地地区補助2号マンホールポンプ設置工事 荏原実業　株式会社　静岡支社 \12,000,000 \13,440,000

平成19年11月22日 3023 平成19年度　岩田4号水源浚渫工事 株式会社　日さく　静岡支店　 \3,400,000 \3,660,000

平成19年11月22日 5124 平成19年度　堀之内駒場線道路改良工事(第二工区) 株式会社　鈴高工務店 \29,700,000 \37,785,000

平成19年11月22日 5125 平成19年度　駅北土地区画整理　東町七軒町線道路築造工事 内山建設工業　株式会社 \14,100,000 \14,716,000

平成19年11月22日 5126 平成19年度　特環下水道補助2号管渠工事(磐田工区) 有限会社　ワーク建設 \13,200,000 \13,659,000

平成19年11月22日 5127 平成19年度　公共下水道単独10号管渠工事(磐田工区) 株式会社　大原重建 \11,300,000 \11,769,000

平成19年11月22日 5128 平成18年度　市町村合併推進体制整備費補助金事業　岩井鎌田幹線舗装改良工事 有限会社　蜜時建設 \20,500,000 \21,792,000

平成19年11月22日 5129 平成19年度　農集排向笠里地区単独1号管渠工事 天野組 \21,900,000 \22,120,000

平成19年11月22日 5130 平成19年度　農集排敷地地区単独1号管渠工事 有限会社　川合組 \18,400,000 \18,640,000

平成19年11月22日 5131 平成19年度　農集排敷地地区単独2号管渠工事 有限会社　木船土木 \20,500,000 \21,540,000

平成19年11月22日 6135 平成19年度　磐田山梨線測量・設計業務委託 株式会社　フジヤマ　磐田営業所 \3,700,000 \4,170,000

平成19年11月22日 7083 平成19年度　気子島12号線道路改良工事 株式会社　高橋工務店 \5,770,000 \5,954,000

平成19年11月22日 7084 平成19年度　小島88号線道路改良工事 有限会社　ワイエス磐田 \1,750,000 \2,493,000

平成19年11月22日 7085 平成18年度　市町村合併推進体制整備費補助金事業　向笠新屋匂坂中幹線舗装改良工事 株式会社　イトー \3,950,000 \4,969,000

平成19年11月22日 7086 平成18年度　市町村合併推進体制整備費補助金事業　中泉立野線舗装改良工事 株式会社　アキヤマ \7,000,000 \7,250,000

平成19年11月22日 7087 平成19年度　白拍子8号線側溝新設工事 有限会社　ワイエス磐田 \2,390,000 \3,457,000

平成19年11月22日 7088 平成19年度　福田中野幹線配水管布設工事 株式会社　ウラノ \8,100,000 \8,681,000
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平成19年11月15日 1027 平成19年度　大原排水樋門改修工事 株式会社　第一テクノ　静岡営業所 \3,070,000 \3,247,000

平成19年11月15日 3022 平成19年度　磐田市衛生プラント定期修繕工事 住重環境エンジニアリング　株式会社 \11,400,000 \11,450,000

平成19年11月15日 5119 平成19年度　富里大久保線橋梁下部工事 平野建設　株式会社 \51,200,000 \52,767,000

平成19年11月15日 5120 平成19年度　公共下水道補助1号管渠工事(磐田工区) 光燿建設　株式会社 \42,900,000 \46,212,000

平成19年11月15日 5121 平成19年度　公共下水道補助2号管渠工事(磐田工区) 有限会社　蜜時建設 \51,300,000 \58,345,000

平成19年11月15日 5122 平成19年度　公共下水道補助3号管渠工事(磐田工区) 平野建設　株式会社 \111,500,000 \116,371,000

平成19年11月15日 5123 平成19年度　準用河川等改修県費補助事業(準)田川沢改修工事 乗松建設　株式会社 \39,480,000 \46,807,000

平成19年11月15日 6133 平成19年度　豊岡サブセンター耐震補強工事設計業務委託 有限会社　玄建築設計室 \2,580,000 \2,755,000

平成19年11月15日 7076 平成18年度　市町村合併推進体制整備費補助金事業　福田中島福田幹線舗装改良工事 株式会社　鳶宗建設 \3,750,000 \3,980,000

平成19年11月15日 7077 平成19年度　非補助仲明地区農道舗装工事 株式会社　アキヤマ \3,900,000 \4,140,000

平成19年11月15日 7078 平成19年度　非補助東新屋地区農道舗装工事 石川建設　株式会社 \4,850,000 \5,150,000

平成19年11月15日 7079 平成19年度　南田福田幹線配水管布設替工事 株式会社　三和商会 \3,690,000 \4,130,000

平成19年11月15日 7080 平成19年度　豊岡120号線外1路線配水管布設替工事 株式会社　ネオテクスズキ \5,750,000 \7,724,000

平成19年11月15日 7081 平成19年度　非補助西之島地区農道舗装工事 光燿建設　株式会社 \7,600,000 \7,840,000

平成19年11月15日 7082 平成19年度　非補助一言里地区農道舗装工事 豊田開発　株式会社 \2,470,000 \2,540,000

平成19年11月14日 物品入札 平成19年度　消防本部　消防団車載無線機購入入札 三信電気　株式会社　静岡支店 \1,228,500 \1,282,000

平成19年11月8日 5117 平成19年度　東原線道路改良工事その2 株式会社　加藤土建 \18,960,000 \24,720,000

平成19年11月8日 5118 平成19年度　前野40号線他1路線道路改良工事 株式会社　イワタ伊藤建設 \20,300,000 \24,082,000

平成19年11月8日 6132 平成19年度　まちづくり交付金事業　西之小路交差点改良測量設計業務委託 不二総合コンサルタント　株式会社　磐田営業所 \6,680,000 \7,752,000

平成19年11月8日 7065 平成19年度　社山第１配水池螺旋階段設置工事 株式会社　アキヤマ \6,250,000 \6,390,000

平成19年11月8日 7072 平成19年度　市営国府台住宅耐震補強工事 株式会社　トオコー \2,700,000 \2,770,000

平成19年11月8日 7073 平成19年度　水道用信号ケーブル及び支持柱撤去工事 有限会社　よこいデンキ \1,580,000 \1,700,000

平成19年11月8日 7074 平成19年度　下岡田10号線配水管布設工事 株式会社　ダイバ \4,750,000 \5,329,000

平成19年11月8日 7075 平成19年度　下太地内歩道整備工事 株式会社　佐竹建設 \5,150,000 \5,358,000

平成19年11月1日 3019 平成19年度　竜洋稗原小中瀬線道路改良工事 川島建設　株式会社 \19,700,000 \20,193,000

平成19年11月1日 3021 平成19年度　特環下水道　単独9号管渠工事(竜洋工区) 小笠原マル曻　株式会社　磐田支店 \3,500,000 \3,548,000

平成19年11月1日 5116 平成18年度　市町村合併推進体制整備費補助金事業　加茂73号線道路改良工事 有限会社　誠進開発 \13,800,000 \15,088,000

平成19年11月1日 7069 平成19年度　松本1号線道路改良工事 有限会社　第一建設 \6,400,000 \7,176,000

平成19年11月1日 7070 平成19年度　高木2号線外2路線配水管布設工事 株式会社　ウラノ \5,350,000 \5,647,000

平成19年10月25日 1025 平成19年度　農集排　向笠里地区補助3号マンホールポンプ設置工事 株式会社　村松商会 \44,000,000 \46,580,000

平成19年10月25日 1026 平成19年度　農集排　向笠里地区補助4号マンホールポンプ設置工事 株式会社　村松商会 \71,500,000 \74,560,000

平成19年10月25日 3017 平成19年度　磐田市クリーンセンター定期修繕工事 日立造船　株式会社　中部支社 \94,000,000 \95,650,000

平成19年10月25日 4020 平成19年度　南御厨公民館調理室増築工事監理業務委託 有限会社　エマ建築設計事務所 \1,150,000 \1,167,000

平成19年10月25日 5108 平成19年度　堀之内駒場線交差点改良工事 小笠原マル曻　株式会社　磐田支店 \70,200,000 \74,065,000

平成19年10月25日 5109 平成19年度　東原東西幹線道路改良工事 株式会社　三ツ圦建設 \11,000,000 \13,727,000

平成19年10月25日 5110 平成18年度　市町村合併推進体制整備費補助金事業　南田福田幹線舗装改良工事 株式会社　鳶宗建設 \9,600,000 \12,843,000

平成19年10月25日 5111 平成18年度　市町村合併推進体制整備費補助金事業　敷地壱貫地幹線舗装改良工事 乗松建設　株式会社 \14,300,000 \15,154,000

平成19年10月25日 5112 平成18年度　市町村合併推進体制整備費補助金事業　見付岡田線舗装改良工事 平野建設　株式会社 \24,800,000 \25,275,000

平成19年10月25日 5113 平成19年度　福田地内100m3級耐震性貯水槽新設工事 山内建設　有限会社 \10,200,000 \10,984,000



平成１9年

入札日 入札番号 建設工事名 落札業者
落札価格
（税抜き）

予定価格
（税抜き）

平成19年度　 磐田市入札結果一覧表 (建設・業務委託・物品)

平成19年10月25日 5114 平成19年度　県道交差点改良に伴う豊岡北小学校施設補償工事 有限会社　川合組 \12,200,000 \12,698,000

平成19年10月25日 5115 平成18年度　市町村合併推進体制整備費補助金事業　藤上原岩井幹線舗装改良工事 石川建設　株式会社 \28,500,000 \39,488,000

平成19年10月25日 6121 平成19年度　見付地区(仮)いずみ第三保育園建設に係る測量設計業務委託 不二総合コンサルタント　株式会社　磐田営業所 \3,340,000 \3,762,000

平成19年10月25日 6123 平成19年度　竜洋海洋公園枯損木伐採業務委託(その2) 有限会社　永井造園 \1,180,000 \1,288,000

平成19年10月25日 6129 平成19年度　福田排水機場耐震診断業務委託 有限会社　玄建築設計室 \800,000 \842,800

平成19年10月25日 6130 平成19年度　福田農業振興センター耐震診断業務委託 有限会社　玄建築設計室 \790,000 \816,000

平成19年10月25日 6131 平成19年度　豊田南第2保育園耐震診断業務委託 株式会社　新貝一級建築設計事務所 \1,040,000 \1,096,000

平成19年10月25日 7067 平成19年度　大久保藤上原幹線配水管布設替工事 株式会社　三和商会 \6,450,000 \7,247,000

平成19年10月25日 7068 平成19年度　駅北土地区画整理　東町七軒町線(21-2街区)下水道工事 株式会社　山内組 \2,800,000 \2,866,000

平成19年10月24日 物品入札 平成19年度　消防本部　消防団消火用ホース購入入札 平和産業　株式会社 \1,296,000 \1,485,000

平成19年10月24日 物品入札 平成19年度　消防本部　災害機動支援車購入入札 静岡トヨタ自動車　株式会社　磐田店 \11,715,000 \12,213,000

平成19年10月18日 1024 平成19年度　特環下水道　補助14号　マンホールポンプ設置工事(福田工区) 株式会社　第一テクノ　静岡営業所 \13,280,000 \14,828,000

平成19年10月18日 3018 平成19年度　同報無線屋外子局移設工事(二之宮) 株式会社　日立国際電気　静岡営業所 \1,320,000 \1,320,000

平成19年10月18日 4019 平成18年度　磐田市聖苑改修工事監理業務委託 相場ヒロユキ建築事務所　有限会社 \1,220,000 \1,246,000

平成19年10月18日 5105 平成19年度　駅北土地区画整理　25街区整備工事その2 内山建設工業　株式会社 \13,200,000 \13,764,000

平成19年10月18日 5106 平成19年度　磐田市立総合病院院内保育園増築工事 内山建設工業　株式会社 \13,350,000 \14,060,000

平成19年10月18日 5107 平成19年度　豊田支所機械室石綿撤去工事 有限会社　佐藤産業 \2,310,000 \3,920,000

平成19年10月18日 6128 平成19年度　駅北2公園実施設計業務委託 玉野総合コンサルタント　株式会社　磐田事務所 \4,250,000 \4,745,000

平成19年10月18日 7064 平成19年度　二子塚公園整備事業に伴う施設整備工事 株式会社　植勘 \8,700,000 \9,149,000

平成19年10月18日 7066 平成19年度　市営天竜住宅外4団地火災報知器設置工事 有限会社　愛電社 \5,950,000 \6,260,000

平成19年10月11日 1023 　　平成19年度　豊岡支所倉庫建設工事 　　大和リース　株式会社　浜松営業所 \8,800,000 \12,710,000

平成19年10月11日 2007 　　平成19年度　長森団地下水道接続工事設計業務委託 　　株式会社　綜合設備計画 \840,000 \1,094,000

平成19年10月11日 3016 　　平成19年度　磐田市衛生プラント乾燥焼却設備修繕工事 　　株式会社　大川原製作所 \4,240,000 \4,250,000

平成19年10月11日 5103 　　平成19年度　南御厨公民館調理室増築工事 　　内山建設工業　株式会社 \34,000,000 \36,960,000

平成19年10月11日 5104 　　平成19年度　県単大楽地奥山池地区改修工事 　　有限会社　西田組 \13,400,000 \14,100,000

平成19年10月11日 6122 　　平成19年度　竜洋中学校屋内運動場耐震補強工事設計業務委託 　　UA建築設計室 \2,900,000 \5,666,000

平成19年10月11日 6124 　　平成19年度　岩田小学校校舎耐震補強工事設計業務委託 　　有限会社　エマ建築設計事務所 \2,220,000 \2,339,000

平成19年10月11日 6125 　　平成19年度　磐田西幼稚園園舎耐震補強工事設計業務委託 　　有限会社　ヤマダ設計 \920,000 \1,012,000

平成19年10月11日 6126 　　平成19年度　宝新道線測量設計業務委託 　　不二総合コンサルタント　株式会社　磐田営業所 \2,180,000 \2,387,000

平成19年10月11日 6127 　　平成19年度　大藤1号線橋梁予備設計業務委託 　　株式会社　フジヤマ　磐田営業所 \4,200,000 \4,710,000

平成19年10月11日 7060 　　平成19年度　A-3-3-5排水路改良工事 　　株式会社　石田建設 \5,500,000 \5,630,000

平成19年10月11日 7061 　　平成19年度　西貝塚15号線道路改良工事 　　天野組 \4,200,000 \4,349,000

平成19年10月11日 7062 　　平成19年度　今之浦二之宮線道路改良工事 　　株式会社　トオコー \2,100,000 \2,264,000

平成19年10月11日 7063 　　平成19年度　磐田市老人ホーム楽寿荘外壁等改修工事 　　小林建設　株式会社 \6,700,000 \7,050,000

平成19年10月4日 1021 平成19年度　蛭池福田中島幹線道路修繕工事(西橋) 株式会社　ピア東海 \2,180,000 \2,284,000

平成19年10月4日 1022 平成19年度　特環下水道　補助13号マンホールポンプ設置工事(磐田工区) 日耕機電　株式会社　静岡営業所 \19,000,000 \21,928,000

平成19年10月4日 5096 平成18年度　磐田市聖苑改修工事 石川建設　株式会社 \40,900,000 \43,000,000

平成19年10月4日 5097 平成19年度　海岸通線道路改良工事その2 有限会社　デイライト \15,400,000 \18,876,000

平成19年10月4日 5098 平成19年度　磐田スポーツ交流の里・ゆめりあ拡張整備事業に伴う照明灯及び電気施設整備工事 光生電気設備　有限会社 \11,200,000 \11,507,000
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平成19年10月4日 5099 平成19年度　中央通線道路改良工事 山内建設　有限会社 \19,700,000 \22,316,000

平成19年10月4日 5100 平成19年度　公共下水道　補助7号管渠工事(磐田工区) 平野建設　株式会社 \36,700,000 \47,153,000

平成19年10月4日 5101 平成18年度　市町村合併推進体制整備費補助金事業　大原堀之内幹線道路改良工事 株式会社　イワタ伊藤建設 \30,000,000 \32,943,000

平成19年10月4日 5102 平成19年度　県単匂坂上原地区農道改良工事 株式会社　丸光 \11,300,000 \12,070,000

平成19年10月4日 6119 平成19年度　駅北土地区画整理　物件調査業務委託その2 玉野総合コンサルタント　株式会社　磐田事務所 \4,000,000 \4,752,000

平成19年10月4日 6120 平成19年度　掛塚草崎幹線測量設計業務委託 不二総合コンサルタント　株式会社　磐田営業所 \2,740,000 \3,075,000

平成19年10月4日 7058 平成19年度　大原北11号線外1路線道路改良工事 内山建設工業　株式会社 \4,350,000 \4,532,000

平成19年10月4日 7059 平成19年度　赤池15号線外配水管布設替工事 有限会社　松下配管工業 \4,090,000 \4,458,000

平成19年9月27日 1018 平成19年度　上神増三家線交差点信号機移設工事 栄電気工業　株式会社 \2,850,000 \3,102,000

平成19年9月27日 1019 平成19年度　公共下水道　補助8号マンホールポンプ設置工事(磐田工区) 日耕機電　株式会社　静岡営業所 \55,000,000 \61,213,000

平成19年9月27日 1020 平成19年度　開莚楼跡地整備事業に伴う井戸掘削及びポンプ設置工事 内田鑿泉　株式会社 \4,900,000 \5,277,000

平成19年9月27日 2006 平成19年度　下水道事業　今ノ浦川右岸第5排水区雨水渠測量設計業務委託 ジェイアール東海コンサルタンツ　株式会社　静岡営業所 \19,000,000 \20,092,000

平成19年9月27日 3015 平成19年度　新貝土地区画整理　磐田袋井線擁壁築造工事 株式会社　イトー \9,700,000 \11,200,000

平成19年9月27日 4017 平成19年度　市営大久保団地建設工事(A棟)監理業務委託 株式会社　創亜開発 \4,800,000 \5,079,000

平成19年9月27日 4018 平成19年度　磐田市学校給食センター建設工事監理業務委託 株式会社　新貝一級建築設計事務所 \16,500,000 \16,877,000

平成19年9月27日 5091 平成18年度　市町村合併推進体制整備費補助金事業　上新屋立野線道路改良工事 有限会社　磐田重建 \13,350,000 \15,822,000

平成19年9月27日 5092 平成19年度　青城小学校公共下水道接続工事 株式会社　ネオテクスズキ \13,800,000 \16,690,000

平成19年9月27日 5093 平成19年度　長野公民館グラウンド整備工事 株式会社　永井設備商会 \27,400,000 \28,881,000

平成19年9月27日 5095 平成19年度　コミュニティ消防センター新築工事(豊田方面隊第1分団) 株式会社　大栄組 \33,250,000 \34,640,000

平成19年9月27日 6116 平成19年度　遠州豊田PAスマートIC案内標識整備計画策定業務委託 株式会社　フジヤマ　磐田営業所 \2,860,000 \3,175,000

平成19年9月27日 6117 平成19年度　竜洋幼稚園園舎耐震補強工事設計業務委託 株式会社　新貝一級建築設計事務所 \2,200,000 \2,341,000

平成19年9月27日 6118 平成19年度　今之浦川橋(側道橋)配水管添架設計業務委託 株式会社　白岩設計　磐田営業所 \1,200,000 \1,375,000

平成19年9月27日 7056 平成19年度　中遠広域一般廃棄物 終処分場(宇刈)ガス抜き管布設工事 株式会社　磐田興業 \5,730,000 \6,782,000

平成19年9月27日 7057 平成19年度　西平松21号線側溝新設工事 株式会社　ネオテクスズキ \2,290,000 \2,402,000

平成19年9月26日 物品入札 平成19年度　環境施設課　A重油(磐田市衛生ﾌﾟﾗﾝﾄ外1箇所)(10月～12月分)購入入札 遠鉄石油　株式会社　磐田インター給油所 \61.50 \71.43

平成19年9月26日 物品入札 平成19年度　環境施設課　燃料用灯油(磐田市聖苑用)(10月～12月分)購入入札 株式会社　太陽油脂 \66.70 \80.00

平成19年9月26日 物品入札 平成19年度　スポーツのまちづくり推進課　灯油(温水プール用)(10月～12月分)購入入札 第一商事　株式会社 \66.50 \80.00

平成19年9月26日 物品入札 平成19年度　自治振興課　可搬式動力ポンプ(C-1級)購入入札 株式会社　日本防火研究所 \14,120,000 \14,560,800

平成19年9月26日 物品入札 平成19年度　契約管財課　市庁舎発電機用Ａ重油（10月～12月分）購入入札 遠鉄石油　株式会社　磐田インター給油所 \62.00 \71.43

平成19年9月20日 1017 平成19年度　下岡田鮫島線信号機移設工事 株式会社　木伏電気工業所 \8,800,000 \9,026,000

平成19年9月20日 3014 平成19年度　同報無線屋外子局移設工事(岩井) 株式会社　日立国際電気　静岡営業所 \1,280,000 \1,290,000

平成19年9月20日 4016 平成19年度　地域防災無線(デジタル)中継基地局整備工事監理業務委託 株式会社　テクノス電子企画　 \1,850,000 \2,200,000

平成19年9月20日 5078 平成19年度　文化振興センター吹付岩綿撤去・復旧工事 有限会社　匂坂産業 \2,870,000 \4,930,000

平成19年9月20日 5087 平成19年度　社山第1配水池施設改修工事 前島電気工事 　株式会社 \18,500,000 \18,989,000

平成19年9月20日 5088 平成19年度　特環下水道補助1号管渠工事(磐田工区) 株式会社　ヤマグチ \38,400,000 \39,196,000

平成19年9月20日 5089 平成19年度　高木大原線道路改良工事(第二工区) 平野建設　株式会社 \68,000,000 \81,932,000

平成19年9月20日 5090 平成19年度　特環下水道補助22号管渠工事(豊田工区) 有限会社　磐田重建 \19,500,000 \19,949,000

平成19年9月20日 7047 平成19年度　上新屋15号線道路改良工事 有限会社　誠進開発 \2,480,000 \2,561,000
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平成19年9月20日 7048 平成19年度　駒場地区フラップゲート設置工事 株式会社　ネオテクスズキ \1,840,000 \1,925,000

平成19年9月20日 7049 平成19年度　田川沢支線　排水路工事 有限会社　第一建設 \2,250,000 \2,444,000

平成19年9月20日 7050 平成19年度　磐田市民文化会館屋根・外壁改修工事 石川建設　株式会社 \5,320,000 \5,600,000

平成19年9月20日 7051 平成19年度　県単下野部谷田ヶ谷地区治山工事 有限会社　西田組 \7,100,000 \7,479,000

平成19年9月20日 7052 平成19年度　向笠竹之内地内耐震性防火水槽設置工事 有限会社　大久保開発 \3,600,000 \4,090,000

平成19年9月20日 7053 平成19年度　明ケ島2号線外1路線舗装修繕工事 株式会社　イトー \3,600,000 \4,882,000

平成19年9月20日 7054 平成19年度　東新屋11号線舗装改良工事 株式会社　鈴木工業 \3,100,000 \3,287,000

平成19年9月20日 7055 平成19年度　豊田川支線排水路改良工事 有限会社　誠進開発 \2,900,000 \3,017,000

平成19年9月13日 1016 公共下水道　補助9号マンホールポンプ設置工事(磐田工区) 日耕機電 株式会社 静岡営業所 \12,000,000 \13,251,000

平成19年9月13日 3013 駅北土地区画整理　仮住居移設工事 大和リース　株式会社　浜松営業所 \5,800,000 \6,080,000

平成19年9月13日 5085 富里大久保線(区画整理区域内)道路改良工事 株式会社　大栄組 \109,900,000 \124,220,000

平成19年9月13日 5086 遠州豊田PA周辺土地区画整理14-1号線道路築造工事 株式会社　鈴恭組 \75,400,000 \78,582,000

平成19年9月13日 6114 特環下水道　新川橋架替えに伴う管渠実施設計業務委託(豊岡工区) 吉田測量設計　株式会社　磐田営業所　　 \3,860,000 \4,254,000

平成19年9月13日 6115 公共下水道　補助11号管渠実施設計業務委託(豊田工区) 株式会社　フジヤマ　磐田営業所 \4,000,000 \4,484,000

平成19年9月13日 7046 下本郷16号線外配水管布設替工事 株式会社　袴田配管 \8,500,000 \9,099,000

平成19年9月12日 物品入札 平成19年度　農林水産課　軽自動車購入入札 磐田モータース \1,149,000 \1,410,000

平成19年9月6日 1015 平成19年度　平間地内橋梁伸縮装置補修工事 株式会社　ピア東海 \2,680,000 \2,815,000

平成19年9月6日 4015 平成19年度　駅北土地区画整理　画地計算及び仮換地指定設計業務委託 玉野総合コンサルタント　株式会社　磐田事務所 \2,300,000 \2,440,000

平成19年9月6日 5071 平成19年度　新貝33号線外2路線道路築造工事 株式会社　イトー \46,870,000 \65,397,000

平成19年9月6日 5072 平成19年度　E110号線道路改良工事 石川建設　株式会社 \35,500,000 \40,519,000

平成19年9月6日 5073 平成19年度　特環下水道補助19号管渠工事(豊岡工区) 株式会社　アキヤマ \79,500,000 \84,575,000

平成19年9月6日 5074 平成19年度　特環下水道　単独9号　管渠工事(豊岡工区) 乗松建設　株式会社 \55,300,000 \58,912,000

平成19年9月6日 5075 平成19年度　高木大原線道路改良工事(第一工区) 平野建設　株式会社 \52,300,000 \55,709,000

平成19年9月6日 5076 平成19年度　豊田東原線道路改良工事 株式会社　堀内土木 \22,900,000 \28,765,000

平成19年9月6日 5077 平成19年度　準用河川等改修県費補助事業　(準)田川沢改修工事に伴う解体工事 株式会社　リサイクルクリーン \6,900,000 \15,630,000

平成19年9月6日 5079 平成19年度　二子塚公園整備事業に伴う建築施設工事 株式会社　トオコー \11,100,000 \11,790,000

平成19年9月6日 5081 平成19年度　特環下水道　補助3号　管渠工事(福田工区) 株式会社　鳶宗建設 \68,800,000 \72,365,000

平成19年9月6日 5082 平成19年度　特環下水道　補助4号　管渠工事(福田工区) イハラ建成工業　株式会社　福田支店 \53,500,000 \57,174,000

平成19年9月6日 5083 平成19年度　特環下水道　補助5号　管渠工事(福田工区) 株式会社　鳶宗建設 \62,000,000 \85,130,000

平成19年9月6日 5084 平成19年度　特環下水道　補助6号　管渠工事(福田工区) 有限会社　オオバ工業 \34,600,000 \38,942,000

平成19年9月6日 6111 平成19年度　竜洋海洋公園整備事業に伴う橋梁工予備設計業務委託 株式会社　中部綜合コンサルタント　磐田事業所 \3,600,000 \4,087,000

平成19年9月6日 6112 平成19年度　向笠新屋匂坂中幹線外2路線交差点改良測量設計業務委託 株式会社　フジヤマ　磐田営業所 \1,740,000 \1,946,000

平成19年9月6日 6113 平成19年度　竜洋東保育園園舎新築工事設計業務委託 株式会社　新貝一級建築設計事務所 \4,380,000 \4,579,000

平成19年9月6日 7042 平成19年度　竜洋リバーサイドテニスコート陣笠張替工事 株式会社　石田建設 \3,800,000 \3,847,000

平成19年9月6日 7043 平成19年度　新貝地区　耐震性貯水槽設置工事 有限会社　宇田建設 \6,270,000 \6,660,000

平成19年9月6日 7044 平成19年度　気子島39号線外配水管布設替工事 株式会社　三和商会 \4,760,000 \5,273,000

平成19年9月6日 7045 平成19年度　豊田6号線道路改良工事 有限会社　磐田重建 \2,600,000 \2,650,000

平成19年8月30日 3010 磐田市一般廃棄物 終処分場　水処理施設設備修繕工事 株式会社浅野環境ソリューション \3,400,000 \3,576,000
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平成19年8月30日 3011 中遠広域粗大ごみ処理施設定期修繕工事 株式会社カワサキプラントシステムズ \57,000,000 \59,708,000

平成19年8月30日 3012 地域防災無線(デジタル)中継基地局整備工事 日立国際電気株式会社 \126,000,000 \129,100,000

平成19年8月23日 4011 平成19年度　農集排　敷地地区　補助1号　実施設計業務委託 静岡県土地改良事業団体連合会 \1,900,000 \1,960,000

平成19年8月23日 4012 平成19年度　農集排　敷地地区　単独1号　実施設計業務委託 静岡県土地改良事業団体連合会 \2,100,000 \2,200,000

平成19年8月23日 4013 平成19年度　農集排　向笠里地区　補助1号　実施設計業務委託 静岡県土地改良事業団体連合会 \3,400,000 \3,550,000

平成19年8月23日 4014 平成19年度　農集排　向笠里地区　単独1号　実施設計業務委託 静岡県土地改良事業団体連合会 \960,000 \1,030,000

平成19年8月23日 5066 平成19年度　公共下水道　単独4号　管渠工事(磐田工区) 有限会社　木船土木 \20,100,000 \20,942,000

平成19年8月23日 5067 平成19年度　万瀬大平線外2路線配水管新設工事 株式会社　三和商会 \39,500,000 \45,083,000

平成19年8月23日 5068 平成19年度　国宝重要文化財保存整備事業　史跡新豊院山古墳群法面保護工事 株式会社　ヤマグチ \62,800,000 \66,824,000

平成19年8月23日 5069 平成19年度　磐田スポーツ交流の里・ゆめりあ拡張整備事業に伴う施設整備工事 光燿建設　株式会社 \58,400,000 \61,750,000

平成19年8月23日 5070 平成19年度　富里大久保線道路改良工事 株式会社　伊藤工務店 \50,700,000 \54,548,000

平成19年8月23日 6107 平成19年度　高木大原線(大原・西之島地内)測量・設計・物件調査業務委託 株式会社　共和コンサルタント　磐田事業所 \11,000,000 \18,017,000

平成19年8月23日 6108 平成19年度　田原小学校普通教室棟耐震補強工事設計業務委託 株式会社　創亜開発 \3,850,000 \4,099,000

平成19年8月23日 6109 平成19年度　刑部島28号線外1路線測量設計業務委託 株式会社　共和コンサルタント　磐田事業所 \3,300,000 \5,362,000

平成19年8月23日 6110 平成19年度　遠江国分寺跡整備事業に伴う用地測量・調査業務委託 株式会社　フジヤマ　磐田営業所　 \3,200,000 \3,562,000

平成19年8月23日 7037 平成19年度　向陽調整池グラウンド施設整備工事 有限会社　第一建設 \5,690,000 \7,350,000

平成19年8月23日 7038 平成19年度　長森14号線舗装改修工事 豊田開発　株式会社 \2,390,000 \3,045,000

平成19年8月23日 7039 平成19年度　東原地区　40m3級耐震性貯水槽新設工事 株式会社　三ツ圦建設 \3,800,000 \4,139,000

平成19年8月23日 7040 平成19年度　東原地区　40m3級耐震性貯水槽新設付帯工事 株式会社　三ツ圦建設 \2,000,000 \2,184,000

平成19年8月23日 7041 平成19年度　農集排　向笠里地区単独6号舗装工事 株式会社　ヤマグチ \4,050,000 \4,350,000

平成19年8月22日 物品入札 平成19年度消防本部　消防団新入団員用防寒衣購入入札 株式会社　石川商事 \1,196,000 \1,288,000

平成19年8月9日 5064 平成19年度　上神増水源ポンプ場築造(機械・電気)工事 荏原実業　株式会社　静岡支社 \135,000,000 \210,900,000

平成19年8月9日 6106 平成19年度　高木大原線(前野・豊島・上岡田地内)測量・設計・物件調査業務委託 株式会社　フジヤマ　磐田営業所 \14,980,000 \23,365,000

平成19年8月9日 7035 平成19年度　西貝塚地内耐震性防火水槽設置工事 株式会社　磐田興業 \4,198,000 \4,267,000

平成19年8月9日 7036 平成19年度　磐田南・今之浦保育園応急補強工事 株式会社　神田建設 \3,780,000 \4,000,000

平成19年8月2日 3008 平成19年度　磐田市竜洋 終処分場水処理施設修繕工事 日立プラントテクノ　株式会社　中部支社 \4,200,000 \4,420,000

平成19年8月2日 3009 平成19年度　駅北土地区画整理　仮倉庫移設工事 大和リース　株式会社　浜松営業所 \7,250,000 \7,700,000

平成19年8月2日 4009 平成19年度　向笠小学校屋内運動場耐震補強工事　監理業務委託 相場ヒロユキ建築事務所　有限会社 \2,320,000 \2,324,000

平成19年8月2日 4010 平成19年度　豊岡南小学校屋内運動場耐震補強工事　監理業務委託 株式会社　新貝一級建築設計事務所 \1,550,000 \1,591,000

平成19年8月2日 5060 平成19年度　新貝土地区画整理　新貝東西線道路築造工事 有限会社　第一建設 \9,900,000 \12,869,000

平成19年8月2日 5061 平成19年度　特環下水道補助9号管渠工事(豊田工区) 株式会社　鈴高工務店 \72,000,000 \102,096,000

平成19年8月2日 5062 平成19年度　特環下水道補助11号管渠工事(豊田工区) 豊田開発　株式会社 \62,840,000 \91,077,000

平成19年8月2日 5063 平成19年度　特環下水道単独5号管渠工事(豊田工区) 株式会社　ウラノ \39,000,000 \50,343,000

平成19年8月2日 6102 平成19年度　地籍調査事業　大平、敷地、虫生、万瀬の一部地区測量業務委託 株式会社　松和技研　磐田支店 \1,340,000 \1,480,000

平成19年8月2日 6103 平成19年度　地方特定道路整備事業　竹之内延久線(東大坪橋側道橋)測量設計業務委託 株式会社　創建　浜松支店 \7,570,000 \13,743,000

平成19年8月2日 6104 平成19年度　特環下水道　単独11号管渠実施設計業務委託(豊岡工区) 株式会社　パスコ　浜松営業所 \2,410,000 \5,492,000

平成19年8月2日 6105 平成19年度　中遠職業訓練校(実技棟)耐震補強計画作成業務委託 株式会社　創亜開発 \2,000,000 \2,100,000

平成19年8月2日 7033 平成19年度　豊岡地域福祉センター外1農業集落排水接続工事 株式会社　三和商会 \3,900,000 \4,830,000
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平成19年8月2日 7034 平成19年度　見付323号線外1路線配水管布設替工事 株式会社　三和商会 \3,600,000 \4,370,000

平成19年7月26日 1013 平成19年度　磐田市学校給食センター建設工事(厨房設備) 株式会社　厨林堂 \354,000,000 \365,500,000

平成19年7月26日 1014 平成19年度　未満児室エアコン設置工事 株式会社　三永　磐田支店 \9,500,000 \9,890,000

平成19年7月26日 4007 平成19年度　豊岡南幼稚園園舎耐震補強工事監理業務委託 株式会社　新貝一級建築設計事務所 \900,000 \946,000

平成19年7月26日 4008 平成19年度　地域周産期母子医療センター増築工事設計業務委託 株式会社　久米設計　静岡事務所 \39,000,000 \41,812,000

平成19年7月26日 5050 平成19年度　市営大久保団地建設工事(A棟建築) 松村建設　株式会社 \223,000,000 \233,000,000

平成19年7月26日 5051 平成19年度　市営大久保団地建設工事(A棟電気設備) 西藤電気　株式会社 \22,400,000 \23,180,000

平成19年7月26日 5052 平成19年度　市営大久保団地建設工事(A棟機械設備) 株式会社　永井設備商会 \46,700,000 \48,200,000

平成19年7月26日 5053 平成19年度　磐田市学校給食センター建設工事(建築) イハラ建成工業　株式会社　福田支店 \408,500,000 \415,200,000

平成19年7月26日 5054 平成19年度　磐田市学校給食センター建設工事(電気設備) 株式会社　川北電気 \142,800,000 \151,800,000

平成19年7月26日 5055 平成19年度　磐田市学校給食センター建設工事(給排水衛生設備) 株式会社　エクノスワタナベ　西部営業所 \200,000,000 \204,400,000

平成19年7月26日 5056 平成19年度　磐田市学校給食センター建設工事(空調換気設備) 菱和設備　株式会社　磐田営業所 \229,800,000 \242,600,000

平成19年7月26日 5059 平成19年度　駅北土地区画整理1・2号水路築造工事 天野組　 \10,400,000 \14,789,000

平成19年7月26日 7031 平成19年度　気子島赤池幹線舗装改良工事 株式会社　ハシモト \3,560,000 \4,571,000

平成19年7月26日 7032 平成19年度　公共下水道　補助5号　管渠工事(磐田工区) 株式会社　山内組 \6,000,000 \6,257,000

平成19年7月25日 物品入札 平成19年度消防本部　消防ポンプ自動車購入入札 株式会社　日本防火研究所 \31,900,000 \32,380,000

平成19年7月25日 物品入札 平成19年度消防本部　消防職員用防火服購入入札 平和産業　株式会社 \4,099,200 \4,266,000

平成19年7月25日 物品入札 平成19年度消防本部　エミュ消防活動服(1307NEO)購入入札 平和産業　株式会社 \1,134,600 \1,209,000

平成19年7月25日 物品入札 平成19年度消防本部　エミュ消防活動服(1309NEO)購入入札 平和産業　株式会社 \1,618,200 \1,743,000

平成19年7月19日 3006 平成19年度　一般廃棄物 終処分場(一宮)希釈用上水設備改造工事 共和化工 株式会社 名古屋支店 \7,800,000 \7,860,000

平成19年7月19日 3007 平成19年度　磐田市衛生プラント曝気装置及びポンプ類修繕工事 荏原エンジニアリングサービス　株式会社　横浜支店 \6,700,000 \6,730,000

平成19年7月19日 4006 平成19年度　東部小学校普通教室棟耐震補強工事　監理業務委託 株式会社　新貝一級建築設計事務所 \2,300,000 \2,324,000

平成19年7月19日 5040 平成19年度　特環下水道補助7号管渠工事(福田工区） 株式会社　鳶宗建設 \33,900,000 \40,128,000

平成19年7月19日 5041 平成19年度　特環下水道単独1号管渠工事(福田工区) 株式会社　鳶宗建設 \43,000,000 \48,365,000

平成19年7月19日 5042 平成19年度　特環下水道補助10号管渠工事(豊田工区) 株式会社　大栄組 \54,900,000 \70,152,000

平成19年7月19日 5043 平成19年度　特環下水道単独2号管渠工事(福田工区) 大石建設　株式会社　西部支店 \58,000,000 \68,850,000

平成19年7月19日 5044 平成19年度　特環下水道補助8号管渠工事(福田工区) 株式会社　松島建設 \77,500,000 \86,822,000

平成19年7月19日 5045 平成19年度　特環下水道単独6号管渠工事(豊田工区) 豊田開発　株式会社 \36,640,000 \43,660,000

平成19年7月19日 5046 平成19年度　特環下水道補助12号管渠工事(豊田工区) 株式会社　ハシモト \29,890,000 \39,081,000

平成19年7月19日 5047 平成19年度　公共下水道補助6号管渠工事(豊田工区) 三和･小笠原経常建設共同企業体 \72,530,000 \108,780,000

平成19年7月19日 5049 平成19年度　横川磐田線配水管布設替工事 光燿建設　株式会社 \13,400,000 \14,155,000

平成19年7月19日 5057 平成19年度　豊岡南小学校屋内運動場耐震補強工事(建築・機械設備) 平野建設　株式会社 \47,850,000 \49,360,000

平成19年7月19日 5058 平成19年度　向笠小学校屋内運動場耐震補強工事(建築・機械設備) 小林建設　株式会社 \74,500,000 \76,380,000

平成19年7月19日 6093 平成19年度　公共下水道　単独9号管渠実施設計業務委託(磐田工区) 株式会社　松和技研　磐田支店 \7,000,000 \13,652,000

平成19年7月19日 6094 平成19年度　公共下水道　補助10号管渠実施設計業務委託(磐田工区) 日本水工設計　株式会社　浜松事務所 \5,200,000 \8,710,000

平成19年7月19日 6096 平成19年度　見付の一部地区地籍調査事業測量及び一筆地調査業務委託 株式会社　フジヤマ　磐田営業所 \3,150,000 \3,470,000

平成19年7月19日 6097 平成19年度　長野小学校校舎耐震補強工事設計業務委託 ＵＡ建築設計室 \3,350,000 \5,598,000

平成19年7月19日 6098 平成19年度　特環下水道　単独8号管渠実施設計業務委託(福田工区) 株式会社　中部テック　静岡営業所 \2,740,000 \5,534,000
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平成19年7月19日 6099 平成19年度　特環下水道　補助18号管渠実施設計業務委託(福田工区) 不二総合コンサルタント　株式会社　磐田営業所 \11,000,000 \14,029,000

平成19年7月19日 6100 平成19年度　(仮称)第二竜愛霊園基本設計業務委託 株式会社　中部綜合コンサルタント　磐田事業所 \1,350,000 \1,544,000

平成19年7月19日 6101 平成19年度　見付本通線電線共同溝詳細設計業務委託 中部復建　株式会社　浜松営業所 \7,600,000 \12,757,000

平成19年7月19日 7025 平成19年度　公共下水道　国道150号バイパス築造に伴う管渠移設工事(竜洋工区) 株式会社　ネオテクスズキ \3,200,000 \3,370,000

平成19年7月19日 7026 平成19年度　磐田市立豊岡学校給食センター洗浄室環境改善工事 株式会社　ダイバ \4,760,000 \5,040,000

平成19年7月19日 7027 平成19年度　大藤九区地内環境整備工事 有限会社　ワーク建設 \7,700,000 \8,025,000

平成19年7月19日 7028 平成19年度　豊岡南小学校屋内運動場耐震補強工事(電気設備) 光生電気設備　有限会社 \2,750,000 \2,870,000

平成19年7月19日 7029 平成19年度　赤池地内耐震性防火水槽設置工事 株式会社　高橋工務店 \5,950,000 \6,280,000

平成19年7月19日 7030 平成19年度　向笠小学校屋内運動場耐震補強工事(電気設備) 昭和電気工事　株式会社 \9,000,000 \9,270,000

平成19年7月12日 3005 平成19年度　福田屋内スポーツセンタープール身体障害者水中歩行用手すり設置工事 ヤマハ発動機株式会社 \2,040,000 \2,050,000

平成19年7月12日 4004 平成19年度　磐田西小学校管理特別教室棟耐震補強工事監理業務委託 株式会社　創亜開発 \1,900,000 \1,935,000

平成19年7月12日 4005 平成19年度　豊岡北幼稚園園舎耐震補強工事　監理業務委託 杉浦康夫一級建築士事務所 \750,000 \816,000

平成19年7月12日 5039 平成19年度　ライフライン機能強化等事業　社山第2配水池電気機械設備工事 前島電気工事　株式会社 \25,900,000 \26,434,000

平成19年7月12日 5048 平成19年度　豊岡南幼稚園園舎耐震補強工事 内山建設工業　株式会社 \24,550,000 \25,300,000

平成19年7月12日 6090 平成19年度　旧赤松家図書蔵改修工事基本設計業務委託 有限会社　エマ建築設計事務所 \1,790,000 \1,874,000

平成19年7月12日 6095 平成19年度　地方特定道路整備事業　向笠62号線測量設計用地調査業務委託 株式会社　中部綜合コンサルタント　磐田事業所 \3,660,000 \4,063,000

平成19年7月12日 7021 平成19年度　豊浜35号線道路改良工事 株式会社　加藤土建 \4,600,000 \4,965,000

平成19年7月12日 7022 平成19年度　福田193号線道路改良工事 有限会社　杉市建設 \2,430,000 \2,605,000

平成19年7月12日 7023 平成19年度　ライフライン機能強化等事業　社山第2配水池外構工事 株式会社　トオコー \6,180,000 \8,735,000

平成19年7月12日 7024 平成19年度　二子塚公園整備事業に伴う遊具及び管理施設設置工事 株式会社　植勘 \5,480,000 \7,435,000

平成19年7月11日 物品入札 平成19年度教育総務課　磐田中部小学校放送室AV調整卓及び周辺機器購入入札 教育産業　株式会社　浜松営業所 \1,690,000 \3,149,000

平成19年7月11日 物品入札 平成19年度消防本部　エアーテント購入入札 旭産業　株式会社　浜松営業所 \4,280,000 \4,312,000

平成19年7月11日 物品入札 平成19年度自治振興課　避難所用防災資器材購入入札 平和産業　株式会社 \4,450,000 \4,501,000

平成19年7月11日 物品入札 平成19年度自治振興課　緊急時用浄水装置購入入札 大学産業　株式会社 \1,398,000 \1,480,000

平成19年7月5日 2005 平成18年度　市内小中学校校舎外壁劣化診断業務委託 和興建材工業　株式会社 \4,880,000 \6,733,000

平成19年7月5日 4003 平成19年度　福田小学校屋内運動場耐震補強工事監理業務委託 有限会社　ヤマダ設計 \4,000,000 \4,046,000

平成19年7月5日 5035 平成19年度　磐田山梨線道路改良工事 株式会社　大原重建 \15,500,000 \16,478,000

平成19年7月5日 5036 平成19年度　一般廃棄物 終処分場(一宮)搬入路舗装工事 石川建設　株式会社 \15,400,000 \16,241,000

平成19年7月5日 5037 平成19年度　下岡田鮫島線道路改良工事 株式会社　鈴恭組 \78,500,000 \81,113,000

平成19年7月5日 5038 平成19年度　上神増三家線道路改良工事 株式会社　アキヤマ \65,500,000 \69,779,000

平成19年7月5日 6086 平成19年度　竜洋海洋公園整備事業に伴う地質調査業務委託 伸東測量設計　株式会社　西部支店 \1,100,000 \1,193,000

平成19年7月5日 6088 平成19年度　磐田南・今之浦保育園統合民営化建設予定地地質調査業務委託 株式会社　地盤技術コンサルタント　磐田営業所 \1,650,000 \1,864,000

平成19年7月5日 6089 平成19年度　一級河川一雲済川改修に伴う平松松之木島2号線測量設計業務委託 吉田測量設計　株式会社　磐田営業所　 \2,240,000 \2,540,000

平成19年7月5日 6091 平成19年度　見付216号線用地測量業務委託 吉田測量設計　株式会社　磐田営業所 \2,580,000 \2,823,000

平成19年7月5日 6092 平成19年度　大藤下神増線概略設計業務委託 不二総合コンサルタント　株式会社　磐田営業所 \1,680,000 \1,906,000

平成19年7月5日 7020 平成19年度　福田中島地内耐震性防火水槽設置工事 株式会社　佐竹建設 \5,800,000 \6,318,000

平成19年7月3日 物品入札 平成１９年度消防本部　消防ポンプ車載用自動体外式除細動器購入入札 協和医科器械　株式会社　浜松支店 \2,345,000 \2,350,000

平成19年6月28日 5033 平成19年度　岩田道本線道路改良工事 株式会社　永井設備商会 \21,500,000 \25,136,000



平成１9年

入札日 入札番号 建設工事名 落札業者
落札価格
（税抜き）

予定価格
（税抜き）

平成19年度　 磐田市入札結果一覧表 (建設・業務委託・物品)

平成19年6月28日 5034 平成19年度　東部小学校普通教室棟耐震補強工事(建築) 小林建設　株式会社 \79,200,000 \81,780,000

平成19年6月28日 6083 平成19年度　竜洋スポーツ公園サッカー場樹木管理業務委託 株式会社　浮月園 \3,000,000 \3,170,000

平成19年6月28日 6084 平成19年度　竜洋海洋公園(野球場・多目的広場)芝生等管理業務委託 有限会社　昭花園 \6,520,000 \6,905,000

平成19年6月28日 6085 平成19年度　豊浜保全林下草刈業務委託 有限会社　松島園 \1,730,000 \1,842,000

平成19年6月28日 7015 平成19年度　中泉32号線舗装修繕工事 株式会社　ハシモト \1,470,000 \1,843,000

平成19年6月28日 7016 平成19年度　明ケ島60号線外1路線側溝改良工事 天野組 \2,950,000 \4,099,000

平成19年6月28日 7017 平成19年度　東部小学校普通教室棟耐震補強工事(電気設備) 株式会社　フジデン \3,840,000 \4,080,000

平成19年6月28日 7018 平成19年度　上野部22号線配水管布設替工事 株式会社　ネオテクスズキ \8,200,000 \8,820,000

平成19年6月28日 7019 平成18年度　小・中学校門扉設置工事 株式会社　神田建設 \4,440,000 \5,920,000

平成19年6月21日 1012 平成18年度　磐田市教育支援センター新築工事 株式会社　内藤ハウス　静岡営業所 \25,890,000 \33,500,000

平成19年6月21日 5029 平成19年度　万瀬大平線法面復旧工事 豊田建設工業　株式会社 \32,000,000 \37,355,000

平成19年6月21日 5030 平成19年度　豊岡北幼稚園園舎耐震補強工事 松村建設　株式会社 \17,500,000 \20,560,000

平成19年6月21日 5031 平成19年度　磐田西小学校管理特別教室棟耐震補強工事 株式会社　イトー \65,500,000 \67,650,000

平成19年6月21日 5032 平成19年度　東新町浄化センター解体工事 丸友開発　株式会社 \17,450,000 \40,220,000

平成19年6月21日 6081 平成19年度　地方特定道路整備事業　竹之内延久線(東大坪側道橋)地質調査業務委託 不二総合コンサルタント　株式会社　磐田営業所 \1,780,000 \2,017,000

平成19年6月14日 5027 平成19年度　見付天神線道路新設工事 石川建設　株式会社 \72,000,000 \111,093,000

平成19年6月14日 5025 平成19年度　駅北土地区画整理　２５街区整備工事 有限会社　デイライト \8,450,000 \11,333,000

平成19年6月14日 5026 平成19年度　堀之内駒場線道路改良工事 小笠原マル曻　株式会社　磐田支店 \56,200,000 \66,141,000

平成19年6月14日 5028 平成19年度　県単施業道亀久保線開設工事 有限会社　西田組 \17,600,000 \18,361,000

平成19年6月14日 6072 平成19年度　豊岡野球場維持管理業務委託 株式会社　東豊グリーンメンテナンス \3,560,000 \3,776,000

平成19年6月14日 6073 平成19年度　まちづくり交付金事業　見付小路整備に伴う測量設計業務委託 不二総合コンサルタント　株式会社　磐田営業所 \2,480,000 \2,844,000

平成19年6月14日 6074 平成19年度　磐田市・袋井市行政境変更申請資料及び図面作成業務委託 株式会社　フジヤマ　磐田営業所 \3,200,000 \3,537,000

平成19年6月14日 6076 平成19年度　松くい虫被害木特別伐倒駆除(破砕2種(現場破砕))業務委託 有限会社　永井造園 \1,820,000 \1,944,000

平成19年6月14日 6077 平成19年度　駅北土地区画整理　下水道管渠等設計業務委託 玉野総合コンサルタント　株式会社　磐田事務所 \6,600,000 \7,365,000

平成19年6月14日 6078 平成19年度　竜洋海洋公園樹木管理業務委託 有限会社　永井造園 \9,840,000 \10,372,000

平成19年6月14日 6079 平成19年度　長野51号線測量設計業務委託 株式会社　中部綜合コンサルタント　磐田事業所 \1,550,000 \1,718,000

平成19年6月14日 6080 平成19年度　フジポット管理業務委託 有限会社　中野戸植木ジュニア \600,000 \730,000

平成19年6月14日 6082 平成19年度　大藤1号線測量設計業務委託 株式会社　フジヤマ　磐田営業所 \17,000,000 \18,749,000

平成19年6月14日 7013 平成19年度　長野137号線道路改良工事 有限会社　第一建設 \4,700,000 \5,694,000

平成19年6月14日 7014 平成19年度　御殿地内排水路嵩上げ工事 株式会社　山内組 \2,550,000 \2,741,000

平成19年6月13日 物品入札 平成19年度　社会福祉課　空調機器購入入札 株式会社　ＤＫＤテクノコーポレーション \1,420,000 \2,352,000

平成19年6月7日 2004 平成19年度　御殿陸橋耐震診断業務委託 ジェイアール東海コンサルタンツ　株式会社　静岡営業所 \3,900,000 \4,460,000

平成19年6月7日 4001 平成19年度　（仮称）磐田市総合福祉会館新築工事　監理業務委託 株式会社　山下設計　中部支社 \18,600,000 \18,868,000

平成19年6月7日 4002 平成19年度　磐田市立豊岡東公民館新築工事　工事監理業務委託 有限会社　西河建築設計企画 \5,350,000 \5,380,000

平成19年6月7日 5019 平成19年度　小立野上新屋線道路改良工事 株式会社　扶働 \22,100,000 \23,323,000

平成19年6月7日 5020 平成19年度　農集排　敷地地区単独3号舗装工事 乗松建設　株式会社 \9,990,000 \12,470,000

平成19年6月7日 5021 平成19年度　公共下水道　単独1号管渠工事（磐田工区） 株式会社　イトー \36,000,000 \51,349,000

平成19年6月7日 5022 平成19年度　公共下水道　単独2号　管渠工事（磐田工区） 壬生産業　株式会社 \70,000,000 \83,209,000
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平成19年6月7日 5023 平成19年度　公共下水道　単独3号管渠工事（磐田工区） 株式会社　イトー \51,000,000 \74,858,000

平成19年6月7日 5024 平成19年度　市営大久保団地建設工事（道路築造） 有限会社　デイライト \8,500,000 \11,435,000

平成19年6月7日 6068 平成19年度　下野部社山幹線外11路線街路樹管理業務委託 遠州庭鈴 \5,988,000 \6,779,000

平成19年6月7日 6069 平成19年度　中遠広域一般廃棄物 終処分場草刈業務委託 トヨタ緑産　株式会社　 \1,270,000 \1,349,000

平成19年6月7日 6070 平成19年度　磐田市立総合病院　樹木管理業務委託 株式会社　浮月園 \3,440,000 \3,605,000

平成19年6月7日 6071 平成19年度　地籍調査事業　池田、掛塚の一部地区測量業務委託 株式会社　フジヤマ　磐田営業所　 \6,500,000 \7,092,000

平成19年6月7日 7008 平成19年度　今之浦橋配水管添架工事 株式会社　三和商会 \7,600,000 \9,386,000

平成19年6月7日 7009 平成19年度　下野部社山幹線　落石防護柵設置工事 有限会社　川合組 \2,550,000 \2,630,000

平成19年6月7日 7010 平成19年度　敷地4号線　舗装新設工事 有限会社　西田組 \3,600,000 \3,717,000

平成19年6月7日 7011 平成19年度　社山壱貫地幹線外1路線送水管新設工事 有限会社　松下配管工業 \6,260,000 \7,387,000

平成19年6月7日 7012 平成19年度　中泉32号線配水管布設替工事 株式会社　ネオテクスズキ \4,100,000 \4,545,000

平成19年5月31日 7005 平成19年度　新貝土地区画整理　三ケ野鎌田線歩道舗装工事 株式会社　イトー \4,460,000 \6,778,000

平成19年5月31日 5013 平成19年度　東部小学校公共下水道接続工事 株式会社　ネオテクスズキ \13,000,000 \17,690,000

平成19年5月31日 5014 平成19年度　海岸通線道路改良工事 三和･小笠原経常建設共同企業体 \56,950,000 \85,402,000

平成19年5月31日 5015 平成19年度　駅北土地区画整理17・21街区整備工事 株式会社　加藤土建 \16,200,000 \21,744,000

平成19年5月31日 5016 平成19年度　下本郷赤池線道路改良工事 三和･小笠原経常建設共同企業体 \79,500,000 \106,033,000

平成19年5月31日 5017 平成19年度　福田小学校屋内運動場耐震補強工事(建築) 須山建設　株式会社　磐田営業所 \170,000,000 \179,200,000

平成19年5月31日 5018 平成18年度　市町村合併推進体制整備費補助金事業　福田中野線道路改良工事 株式会社　神田建設 \10,900,000 \13,967,000

平成19年5月31日 6041 平成19年度　磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場樹木管理業務委託 有限会社　松島園 \2,380,000 \2,559,000

平成19年5月31日 6047 平成19年度　磐田市衛生プラント樹木管理業務委託 有限会社　尚華園 \1,320,000 \1,371,000

平成19年5月31日 6048 平成19年度　遠江国分寺跡史跡公園管理業務委託 有限会社　稲垣造園 \1,740,000 \1,830,000

平成19年5月31日 6049 平成19年度　銚子塚古墳外除草業務委託 有限会社　尚華園 \1,470,000 \1,543,000

平成19年5月31日 6053 平成19年度　富里大久保線橋梁詳細設計業務委託 株式会社　フジヤマ　磐田営業所 \6,000,000 \6,455,000

平成19年5月31日 6054 平成19年度　市立中央図書館樹木管理業務委託 有限会社　松島園 \890,000 \971,000

平成19年5月31日 6055 平成19年度　ワークピア磐田樹木管理業務委託 有限会社　中野戸植木ジュニア \1,230,000 \1,293,000

平成19年5月31日 6056 平成19年度　豊岡堀之内幹線外3路線街路樹管理業務委託 有限会社　豊樹園 \3,610,000 \3,801,000

平成19年5月31日 6057 平成19年度　中遠広域粗大ごみ処理施設樹木管理業務委託 株式会社　浮月園 \1,620,000 \1,709,000

平成19年5月31日 6058 平成19年度　長野49号線測量設計業務委託 不二総合コンサルタント　株式会社　磐田営業所 \2,150,000 \2,427,000

平成19年5月31日 6059 平成19年度　竜洋北小学校管理・教室棟耐震補強計画作成業務委託 神谷一級建築士事務所 \2,980,000 \3,177,000

平成19年5月31日 6060 平成19年度　竜洋西小学校校舎耐震補強計画作成業務委託 有限会社　西河建築設計企画 \2,850,000 \3,051,000

平成19年5月31日 6061 平成19年度　竜洋東小学校管理・教室棟耐震補強計画作成業務委託 有限会社　オズ一級建築士事務所 \2,840,000 \3,024,000

平成19年5月31日 6062 平成19年度　豊田東原線用地測量・物件調査業務委託 吉田測量設計　株式会社　磐田営業所 \3,780,000 \4,130,000

平成19年5月31日 6063 平成19年度　磐田横須賀線物件調査業務委託 不二総合コンサルタント　株式会社　磐田営業所 \4,250,000 \4,703,000

平成19年5月31日 6064 平成19年度　福田公園野球場・はまぼう公園運動広場管理業務委託 株式会社　理研グリーン　磐田営業所 \5,100,000 \5,694,000

平成19年5月31日 6065 平成19年度　磐田市民文化会館樹木管理業務委託 株式会社　庭仁 \1,290,000 \1,363,000

平成19年5月31日 6066 平成19年度　八王子霊園樹木管理業務委託 有限会社　稲垣造園 \2,170,000 \2,278,000

平成19年5月31日 6067 平成19年度　緑ヶ丘霊園樹木管理業務委託 豊寿園 \1,300,000 \1,406,000

平成19年5月31日 7001 平成19年度　公共下水道　単独6号　管渠工事(磐田工区) 株式会社　山内組 \7,800,000 \8,037,000
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平成19年5月31日 7002 平成19年度　磐田市聖苑　側溝整備工事 有限会社　第一建設 \3,250,000 \3,632,000

平成19年5月31日 7003 平成19年度　大原堀之内幹線道路改良工事(その2) 株式会社　永井設備商会 \2,650,000 \2,739,000

平成19年5月31日 7004 平成19年度　旧磐田市立総合病院管理棟西出入口設置工事 大島建設　株式会社 \6,110,000 \6,580,000

平成19年5月31日 7006 平成19年度　福田小学校屋内運動場耐震補強工事(電気設備) 有限会社　恵電社 \8,850,000 \9,120,000

平成19年5月31日 7007 平成19年度　中央通線配水管布設替工事 株式会社　ネオテクスズキ \3,750,000 \4,500,000

平成19年5月30日 物品入札 平成19年度　消防本部消防団法被購入入札 平和産業　株式会社 \1,062,600 \1,352,000

平成19年5月30日 物品入札 平成19年度　消防本部新入団員活動服購入入札 平和産業　株式会社 \2,723,200 \3,189,000

平成19年5月24日 3004 平成19年度　天竜川堤防占用坂路除草工事 株式会社　石田建設 \4,870,000 \4,875,000

平成19年5月24日 5011 平成19年度　特環下水道　単独3号管渠工事（竜洋工区） 足立設備　株式会社 \16,400,000 \17,516,000

平成19年5月24日 5012 平成19年度　市営大久保住宅解体工事 有限会社　戸田工業 \6,000,000 \10,570,000

平成19年5月24日 6030 平成19年度　磐田北小学校給食室耐震補強計画作成業務委託 神谷一級建築士事務所　 \1,350,000 \1,436,000

平成19年5月24日 6031 平成19年度　磐田市立南公民館・体育館耐震補強工事設計業務委託 有限会社　ヤマダ設計 \3,350,000 \3,595,000

平成19年5月24日 6032 平成19年度　ラブリバー公園外樹木管理業務委託 有限会社　東海ガーデン \3,900,000 \4,183,000

平成19年5月24日 6033 平成19年度　立野41号線外樹木管理業務委託 有限会社　持田造園土木 \2,040,000 \2,198,000

平成19年5月24日 6034 平成19年度　東平松匂坂中幹線外樹木管理業務委託 有限会社　持田造園土木 \3,030,000 \3,253,000

平成19年5月24日 6035 平成19年度　豊田加茂公園外公園池水清掃管理委託 有限会社　磐田重建 \2,750,000 \2,869,000

平成19年5月24日 6036 平成19年度　つつじ公園樹木管理業務委託 有限会社　永井造園 \3,320,000 \3,541,000

平成19年5月24日 6037 平成19年度　かぶと塚公園樹木管理業務委託 株式会社　植勘 \4,200,000 \4,421,000

平成19年5月24日 6038 平成19年度　今之浦公園・中央公園樹木管理業務委託 株式会社　浮月園 \2,500,000 \2,620,000

平成19年5月24日 6039 平成19年度　はまぼう公園樹木管理業務委託 有限会社　昭花園 \2,980,000 \3,173,000

平成19年5月24日 6040 平成19年度　大立野福田線外12路線街路樹管理業務委託 株式会社　植勘 \3,200,000 \3,359,000

平成19年5月24日 6042 平成19年度　南部中学校校舎耐震補強計画作成業務委託 株式会社　渡辺建築設計事務所 \4,100,000 \5,304,000

平成19年5月24日 6043 平成19年度　竜洋中学校特別教室棟耐震補強計画作成業務委託 有限会社　西河建築設計企画 \1,050,000 \1,129,000

平成19年5月24日 6044 平成19年度　豊岡サブセンター耐震補強計画作成業務委託 有限会社　玄建築設計室 \1,680,000 \1,787,000

平成19年5月24日 6045 平成19年度　見付本通線外7路線街路樹管理業務委託 株式会社　植勘 \3,600,000 \3,792,000

平成19年5月24日 6046 平成19年度　今ノ浦川外堤防除草業務委託 有限会社　大東園 \4,040,000 \4,266,000

平成19年5月24日 6050 平成19年度　上野・旭ケ丘公園外24公園樹木管理業務委託 有限会社　大東園 \3,350,000 \3,533,000

平成19年5月24日 6051 平成19年度　兎山・安久路公園外9公園樹木管理業務委託 有限会社　稲垣造園 \4,160,000 \4,372,000

平成19年5月24日 6052 平成19年度　庁舎樹木管理業務委託 有限会社　永井造園 \1,140,000 \1,244,000

平成19年5月23日 物品入札 平成19年度　消防本部高規格救急自動車積載資器材購入入札 協和医科器械　株式会社　浜松支店 \12,700,000 \16,500,000

平成19年5月23日 物品入札 平成19年度　消防本部高規格救急自動車購入入札 浜松日産自動車　株式会社　磐田今之浦店 \15,829,471 \18,571,000

平成19年5月23日 物品入札 平成19年度　環境施設課動力草刈機購入入札 株式会社　浜松山福 \1,185,000 \1,486,000

平成19年5月17日 1011 平成19年度　西貝塚明ヶ島線信号機移設工事 株式会社　木伏電気工業所 \6,980,000 \7,180,000

平成19年5月17日 2003 平成19年度　青城小学校公共下水道接続工事設計業務委託 杉山設備設計事務所 \800,000 \895,000

平成19年5月10日 1006 平成19年度　特環下水道　単独4号管渠工事（竜洋工区） 株式会社　ネオテクスズキ \6,800,000 \6,903,000

平成19年5月10日 1007 平成19年度　公共下水道　単独7号　管渠工事（豊田工区） 有限会社　誠進開発 \7,250,000 \7,536,000

平成19年5月10日 1008 平成19年度　長野105号線道路改良工事 合資会社　藤田建設工務社 \2,900,000 \2,973,000

平成19年5月10日 1009 平成19年度　特環下水道　単独10号管渠工事（豊岡工区） 有限会社　川合組 \4,300,000 \4,381,000
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平成19年5月10日 1010 平成19年度　駅北土地区画整理　区画道路舗装工事 有限会社　大杉工務店 \6,780,000 \6,908,000

平成19年5月10日 2002 平成19年度　未満児室エアコン設置工事実施設計業務委託 有限会社　洋設計システム \650,000 \751,000

平成19年5月10日 5002 平成19年度　磐田市立豊岡東公民館新築工事（建築） 株式会社　アキヤマ \207,000,000 \212,200,000

平成19年5月10日 5003 平成19年度　磐田市立豊岡東公民館新築工事（電気設備） 光生電気設備　有限会社 \36,680,000 \38,250,000

平成19年5月10日 5004 平成19年度　磐田市立豊岡東公民館新築工事（機械設備） つぼい工業　株式会社　磐田営業所 \27,300,000 \28,380,000

平成19年5月10日 5005 平成19年度　（仮称）磐田市総合福祉会館新築工事（建築） 石川建設　株式会社 \1,060,000,000 \1,112,000,000

平成19年5月10日 5006 平成19年度　（仮称）磐田市総合福祉会館新築工事（電気設備） 前島電気工事　株式会社 \283,000,000 \297,900,000

平成19年5月10日 5007 平成19年度　（仮称）磐田市総合福祉会館新築工事（給排水衛生設備） 株式会社　永井設備商会 \76,500,000 \78,990,000

平成19年5月10日 5008 平成19年度　（仮称）磐田市総合福祉会館新築工事（空調換気設備） 日管　株式会社　磐田営業所 \175,000,000 \186,300,000

平成19年5月10日 5009 平成19年度　中野20号線外配水管布設替工事 株式会社　ハシモト \10,220,000 \13,590,000

平成19年5月10日 5010 平成19年度　西貝塚明ヶ島線道路改良工事 平野建設　株式会社 \6,570,000 \9,855,000

平成19年5月10日 6004 平成19年度　南御厨公民館調理室増築工事設計業務委託 有限会社　エマ建築設計事務所 \2,050,000 \2,144,000

平成19年5月10日 6005 平成19年度　磐田市聖苑樹木管理業務委託 有限会社　昭花園 \1,070,000 \1,154,000

平成19年5月10日 6006 平成19年度　コミュニティ消防センター新築工事（豊田方面隊第1分団）実施設計業務委託 有限会社　ヤマダ設計 \1,800,000 \1,908,000

平成19年5月10日 6007 平成19年度　磐田市立総合病院院内保育園増築工事設計業務委託 加藤建築設計一級建築士事務所 \800,000 \865,000

平成19年5月10日 6008 平成19年度　豊田支所樹木管理業務委託 豊寿園 \890,000 \958,000

平成19年5月10日 6009 平成19年度　豊田60号線外樹木管理業務委託 豊寿園 \2,000,000 \2,140,000

平成19年5月10日 6010 平成19年度　熊野記念公園樹木管理業務委託 有限会社　正木樹芸研究所 \2,720,000 \2,826,000

平成19年5月10日 6011 平成19年度　原新田公園外樹木管理業務委託 有限会社　東海ガーデン \4,100,000 \4,301,000

平成19年5月10日 6012 平成19年度　池田上新田公園外樹木管理業務委託 株式会社　庭仁 \4,340,000 \4,529,000

平成19年5月10日 6013 平成19年度　十束公園樹木管理業務委託 植省・伊東造園　 \1,790,000 \1,892,000

平成19年5月10日 6014 平成19年度　川袋公園樹木管理業務委託 有限会社　稲垣造園 \559,000 \583,000

平成19年5月10日 6015 平成19年度　ハマボウ公園樹木管理業務委託 有限会社　豊樹園 \1,300,000 \1,358,000

平成19年5月10日 6016 平成19年度　豊岡公園樹木管理業務委託 有限会社　造園研究所風夢 \2,660,000 \2,961,000

平成19年5月10日 6017 平成19年度　西堀緑地公園樹木管理業務委託 有限会社　豊樹園 \3,150,000 \3,277,000

平成19年5月10日 6018 平成19年度　袖浦公園樹木管理業務委託 株式会社　庭仁 \2,190,000 \2,290,000

平成19年5月10日 6019 平成19年度　南部緑地公園樹木管理業務委託 有限会社　造園研究所風夢 \4,150,000 \4,438,000

平成19年5月10日 6020 平成18年度　磐田市聖苑収骨室増築外工事設計業務委託 相場ヒロユキ建築事務所　有限会社 \1,310,000 \1,407,000

平成19年5月10日 6021 平成19年度　低区配水場樹木管理業務委託 有限会社　尚華園 \610,000 \643,000

平成19年5月10日 6022 平成19年度　高区配水場樹木管理業務委託 有限会社　永井造園 \760,000 \816,000

平成19年5月10日 6023 平成19年度　磐田市クリーンセンター樹木管理業務委託 有限会社　大東園 \1,800,000 \1,895,000

平成19年5月10日 6024 平成19年度　大楽地奥山池地区設計業務委託 株式会社　共和コンサルタント　磐田事業所 \1,150,000 \1,290,000

平成19年5月10日 6025 平成18年度　市町村合併推進体制整備費補助金事業　藤上原岩井幹線外10路線測量設計業務委託 株式会社　フジヤマ　磐田営業所 \6,400,000 \7,303,000

平成19年5月10日 6026 平成19年度　富士見台中泉幹線外4路線街路樹管理業務委託 株式会社　庭仁 \5,190,000 \5,397,000

平成19年5月10日 6027 平成19年度　見付岡田線外4路線街路樹管理業務委託 有限会社　松島園 \4,720,000 \4,871,000

平成19年5月10日 6028 平成19年度　中泉新貝幹線外4路線街路樹管理業務委託 株式会社　浮月園 \5,350,000 \5,549,000

平成19年5月10日 6029 平成19年度　アミューズ豊田外樹木管理業務委託 有限会社　東海ガーデン \1,730,000 \1,800,000

平成19年4月26日 1004 平成19年度　西貝塚排水路改良工事 株式会社　大原重建 \5,000,000 \5,052,000
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平成19年4月26日 1005 平成19年度　中泉東西線配水管布設替工事 株式会社　ダイバ \8,500,000 \8,722,000

平成19年4月26日 2001 平成19年度　松くい虫防除事業（特別防除・地上業務）業務委託 ナイセイ緑地　株式会社 \3,170,000 \3,261,000

平成19年4月26日 3002 平成19年度　見付107号線道路整備工事 小笠原マル曻　株式会社　磐田支店 \4,250,000 \4,329,000

平成19年4月26日 3003 平成19年度　公共下水道　単独8号管渠工事（竜洋工区） 小笠原マル曻　株式会社　磐田支店 \4,500,000 \4,560,000

平成19年4月26日 5001 平成18年度　市町村合併推進体制整備費補助金事業　福田中野線道路改良工事 株式会社　橋本建設 \11,000,000 \14,037,000

平成19年4月26日 6001 平成19年度　駅北土地区画整理　物件調査業務委託 玉野総合コンサルタント　株式会社　磐田事務所 \11,800,000 \13,994,000

平成19年4月26日 6002 平成18年度　市町村合併推進体制整備費補助金事業　藤上原岩井幹線外10路線土質調査業務委託 株式会社　フジヤマ　磐田営業所 \3,500,000 \3,810,000

平成19年4月26日 6003 平成18年度　市町村合併推進体制整備費補助金事業　大原堀之内幹線詳細測量設計業務委託 有限会社　トータル開発測量 \3,800,000 \4,126,000

平成19年4月25日 物品入札 平成19年度　資産税課　軽自動車購入入札 有限会社　安間モータース \850,000 \960,000

平成19年4月25日 物品入札 平成19年度　納税課　軽自動車購入入札 合資会社　永井自動車整備工場 \895,000 \1,082,000

平成19年4月25日 物品入札 平成19年度　道路河川課　乗用草刈機購入入札 株式会社　浜松山福 \3,350,000 \3,733,000

平成19年4月19日 1003 平成19年度　駅北土地区画整理　24街区整備工事 内山建設工業　株式会社 \3,400,000 \3,444,000

平成19年4月19日 3001 平成18年度　市町村合併推進体制整備費補助金事業　白羽掛塚2号線道路改良工事 小笠原マル曻　株式会社　磐田支店 \11,000,000 \11,580,000

平成19年4月12日 1001 平成19年度　農集排敷地地区　処理施設場外構工事 有限会社　川合組 \7,000,000 \7,187,000

平成19年4月12日 1002 平成19年度　農集排　敷地地区　処理施設場内整備工事 天野組 \7,900,000 \9,230,000

平成19年4月1日 物品入札 平成19年度　契約管財課　市庁舎発電用Ａ重油（4月～6月分）購入入札 遠鉄石油　株式会社　磐田インター給油所 \55.30 \71.43

平成19年4月1日 物品入札 平成19年度　環境施設課　Ａ重油（磐田市衛生プラント外1箇所）（4月～6月分）購入入札 株式会社　太洋油脂 \54.07 \59.05

平成19年4月1日 物品入札 平成19年度　スポーツまちづくり推進課　灯油（磐田温水プール外1用）（4月～6月分）購入入札 株式会社　太洋油脂 \56.60 \76.20

平成19年4月1日 物品入札 平成19年度　環境施設課　燃料用灯油（磐田聖苑用）（4月～6月分）購入入札 株式会社　太洋油脂 \57.20 \76.20


